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― 未来へつなぐ笑顔と誇り ― 

 

□■□■ 山形県庄内町▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ 

■□■ =======================================================  

□■ ★庄内町メールマガジン【第１９２号】★２０１６．９．９ 

■ ======================================================== 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 「庄内町メールマガジン」をご愛読いただきありがとうございます！庄内町のまちづくりやイベント、

観光などの最新情報をお届けします。 

 

++++++++++++++++++ 

管理人のひとりごと 

++++++++++++++++++ 

 庄内メルマガの管理人です^^ 

 台風 10号が 1951年の統計開始以来、はじめての東北太平洋側への上陸となり、各地に甚大な被害をも

たらしました。亡くなられた方々へのご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々に心よりお見

舞い申し上げます。 

台風に限らず、自然災害はいつどこにきても想定外ということがなくなってきたように思います。自分

の住んでいる地域にもいつ災害が来るかわかりません。自らの命、家族の命を守るためにもハザードマッ

プや避難所の確認など、日頃からの備えが重要ですね。 

 さて、14日（水）から 16日（金）まで余目まつりが開催されます。15日に行われる伝統の大名行列の

他、カラオケ大会や相撲大会なども同時開催されます。ぜひお越しください。 

 

+++++++++++ 

まちの話題 

+++++++++++ 

★（仮称）庄内町新学校給食共同調理場安全祈願祭★ 

 8 月 25日、（仮称）庄内町新学校給食共同調理場建設工事の安全祈願祭が、建設地（狩川地内）で執り

行われました。平成 29年 8月の供用開始に向けて、8月 26日より建設工事が始まりました。 

 

詳しくは⇒ 

 http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/160825kyodo-chorizyo.html 

 

★庄総高で槇島ほうききび刈り取り体験学習★ 



 8 月 29日、庄内総合高校隣接の畑で、槇島ほうききびの刈り取り体験学習が行われました。3年生の選

択科目「地域の自然」で、20名が体験しました。 

 

詳しくは⇒ 

 http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/160829makishima-hoki.html 

 

 

++++++++++++++++++++ 

庄内町インフォメーション 

++++++++++++++++++++ 

★余目まつり★ 

９月 14 日～16 日の３日間、余目八幡神社の例祭である「余目まつり」が開催されます。15 日の大名

行列は、奴振りなどが「エイトー、マカッショー」という掛け声とともに、余目駅前から八幡神社までの

通りを練り歩く伝統の行事で、最大の見どころとなっています。また、カラオケ大会や相撲大会も同時開

催されます。様々な行事で賑わう余目まつりへどうぞお越しください。 

●開催日／９月 14 日（水）～16 日（金） 

●場所／余目八幡神社とその周辺 

■問合せ／庄内町観光協会 0234-42-2922 

 

★「もっけだの お土産アイデアコンテスト in 庄内町」アイデア募集！～庄内うめもんめ～っけ！～★ 

町の魅力を全国に発信できるようなお土産品をつくるため、町のお土産アイデアコンテストを実施しま

す。 

●募集内容／庄内町をイメージしたお土産品のアイデアを募集します。（食品・飲料・アルコール） 

●応募資格／個人、グループ、商店、企業、居住地、出品点数に制限はありません。 

●応募条件／ 

・原材料に庄内産の農産物や食材を使用した観光客にも魅力ある「お土産」のレシピアイデアとします。

（販売を前提として商品化します。） 

・応募作品は、応募者本人が考案した未発表のオリジナル作品とします。 

・応募作品に関する著作権等一切の権利は当協議会に帰属するものとします。 

・応募に関する一切の費用は自己負担とします。 

・受賞作品は今後商品化し、販売を予定しています。また、レシピ、ネーミング等にアレンジを加えるこ

とがあります。 

●応募方法／応募用紙に必要事項を記入のうえ、お土産品のイラストまたは写真を添付してください。（郵

送、E メールも可能です。） 

※応募用紙は、新産業創造協議会事務局（クラッセ内・商工ふれあい会館コアアルザ内）、公共施設（役

場、支所、公民館など）に備え付けてあります。また、町ホームページからダウンロードもできます。 

●応募期限／ 10 月 20 日（木） ※郵送の場合必着 

●選考方法／【１次審査】11 月７日（月） 書類選考 

【２次審査】11 月 26 日（土） 一般審査も含め協議の上決定します 

●選考基準／庄内町がイメージできるか、ネーミング、デザイン、商品化の可能性など、購入したいと思

うお土産品のアイデア等を審査します。 



●賞／ 金賞：１名 賞金５万円 

銀賞：１名 ３万円相当の町特産品セット 

銅賞：１名 １万円相当の町特産品セット 

入賞：２名 ３千円相当の町特産品セット 

※発表・表彰は、11 月 26 日（土）「第 10 回記念大会あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト in 庄内

町」と同日同会場にて行います。 

■問・応募先／新産業創造協議会事務局 0234-42-3266 FAX 43-6422 

       商工観光課新産業創造係 0234-42-2909 

E メール togashi-iku@town.shonai.yamagata.jp 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

響ニュース（文化創造館 響ホールからのお知らせ） 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

★チケット好評発売中！ 

◎山形 庄内公演初！中村 中 TOUR2016 十の指 

シンガーソングライターとして、役者として活躍の場を広げている中村 中。毎年夏の恒例行事となっ

ているアコースティックツアーは「阿漕な旅」と題して、ギター片手に全国津々浦々を旅してきました。

活動 10年目を迎える 2016 年の夏は一味違います。十本の指を駆使し、ギターにピアノに思いを乗せ、魂

の叫びをお届けします。ベースに石田 純、ドラムに平里 修一を迎えてのトリオアンサンブル、ご期待く

ださい。 

●日時／９月９日（金） 開場１８：００ 開演１８：３０ 

●チケット／ 全席自由 一般 3,500円 

 ※当日は 500円増し（お一人様２枚まで） 

■問合せ／響ホール 0234-45-1433 

 

★チケット好評発売中！ 

◎秋のひびき寄席 三遊亭円楽・三遊亭王楽二人会 

今年のひびき寄席は、秋に開催。テレビでお馴染み「三遊亭円楽」と円楽一門会の若手イケメン落語家

「三遊亭王楽」が、本物の「芸」と「笑い」を届けてくれます。秋の夜長は実りに感謝し、美味しいもの

を頂き、そして響ホールに大笑いしにいらっしゃいませんか？ 

●日時／10月 12日（水） 開場１８：３０ 開演１９：００ 

●チケット／全席指定一般 3,500円 

※当日は 500円増し（お一人様２枚まで） 

■問合せ／響ホール 0234-45-1433 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

庄内町を楽しむならコチラ！観光情報サイト  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

●庄内町の観光情報ならコチラ♪ 

「庄内町観光情報 NAVI庄内」⇒ http://www.navishonai.jp/ 



「庄内町観光協会（Facebook）」⇒ https://www.facebook.com/shonaimachikanko 

「★つや美★の庄内町観光ブログ」⇒ http://shonaimachikanko.n-da.jp/ 

●ギャラリー温泉 町湯 

 ホームページ ⇒ http://machiyu.jp/ 

 Facebookページ ⇒ https://www.facebook.com/machiyu.s/timeline?ref=page_internal 

●風車市場 

 ホームページ ⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/fusyaichiba/ 

 Facebookページ ⇒ https://www.facebook.com/fusha.0234 

●立谷沢川流域の観光情報はここをチェック！ 

 「ふれるほどやさしくなる立谷沢川流域」⇒ http://www.navishonai.jp/kitagassan/index.html 

 「ふれるほどやさしくなる立谷沢川流域（ブログ）」⇒ http://blog.goo.ne.jp/ryuiki 

 北月山荘 Facebookページ ⇒  

https://www.facebook.com/pages/月の沢温泉北月山荘/1589078011340260 

●明治維新の魁！清河八郎や清川地域の情報ならコチラ！ 

 「回天の魁士 清河八郎 blog」⇒ http://hachiro55.blog.shinobi.jp/ 

 「清河八郎顕彰会のブログ」⇒ http://plaza.rakuten.co.jp/kaiten/ 

●東北最長のカートコース「カートソレイユ最上川オフィシャルホームページ」 

 ⇒ http://www3.ic-net.or.jp/~kartsoleil/ 

●これから運動をはじめよう、いろいろなスポーツへ挑戦したい方へ！ 

 「庄内町総合型スポーツクラブ コメっち＊わくわくクラブ」 

 ホームページ ⇒ http://wakucome.com/ 

 Facebookページ ⇒ https://www.facebook.com/wakucome/ 

●内藤秀因水彩画記念館 

 ホームページ ⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/naito/ 

●庄内町の歴史・文化を知りたい方、見たい方へ♪亀ノ尾の里資料館 

 ホームページ ⇒ 

      http://www.town.shonai.lg.jp/kurashi/bunka/bunkazai/kamehouse/kamehouse.html 

 Facebookページ ⇒ 

https://www.facebook.com/%E4%BA%80%E3%83%8E%E5%B0%BE%E3%81%AE%E9%87%8C%E8%B3%87%E6%96%99%E9

%A4%A8-1484406611812552/timeline/ 

 

+++++++++++++++++++++++ 

庄内町の情報ならコチラ！ 

+++++++++++++++++++++++ 

●庄内町の情報サイト！ 

 庄内町役場ホームページ  ⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/index.html 

 庄内町公式 Facebookページ⇒ https://www.facebook.com/shonaitown/ 

 庄内町公式 Twitter⇒ https://twitter.com/shonai_town 

●しょうない写真館（町の話題を随時アップしています！） 

 ⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/syashinkan/index.html 

●庄内町定住支援サイト 



 売買・賃借は問いません！空き家情報の登録 募集!! 

 ⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/teizyu/ 

●ふるさと応援寄附金～ふるさと庄内町を応援してください!! 

 ⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/furusato/furusato/furusatoouenkifukin.html 

●各種イベント告知や「蔵書検索」・「貸出予約」もできます！ 

 庄内町図書館ホームページ ⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/library/ 

 

■まちに対するご意見・ご質問はこちらから！ 

 ⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/toiawase/teianbako/koeteianbako.html 

 

メールマガジンのバックナンバーはこちらから！  

⇒ http://www.town.shonai.lg.jp/gyousei/kouhou/mailmagazine/mailmagazine.html 

 

------------------------------------------------------------------- 

★次回の配信は、９月２３日(金)を予定しています。 

当メールマガジンへの感想・ご意見・ご要望などお待ちしています！ 

------------------------------------------------------------------- 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

□■ お問合せ／庄内町役場 

■□■ 情報発信課情報発信係 TEL 0234-42-0157 

□■□■ URL: http://www.town.shonai.lg.jp/ 

■□■□■ E-mail : info@town.shonai.yamagata.jp 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


